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論文・著書

Impact of alpha-fetoprotein on hepatocellular 
carcinoma development during entecavir treatment of 
chronic hepatitis B virus infection

Yamada R, Hiramatsu N, Oze T, Morishita N, Harada N, 
Yakushijin T, Iio S, Doi Y, Yamada A, Kaneko A,

 Hagiwara H, Mita E, Oshita M, Itoh T, Fukui H, Hijioka T, 
Katayama K, Tamura S, Yoshihara H, Imai Y, Kato M,

 Miyagi T, Yoshida Y, Tatsumi T, Kasahara A, Hamasaki T, 
Hayashi N, Takehara T; Osaka Liver Forum

J Gastroenterol 50(7):785-794,2015.

ウイルス性肝炎診療の現況と今後の展開－かかりつけ医と専門
医の連携の重要性－

萩原秀紀
大阪府内科医会会誌 24(1):12-17,2015

（独）労働者健康福祉機構入院病職歴データベースの若年性胆
管癌症例における有機溶剤使用と臨床的特徴
金子麗奈、久保田昌詞、萩原秀紀、中崎奈都子、田川徹平、桑田千歳、

嘉戸慎一、金　民日、草柳　聡、小川正純、佐藤　譲
肝臓 56（7）:332-340,2015

第 62 回日本職業・災害医学会学術大会開催報告（平成 26 年
11 月 16・17 日、神戸）

萩原秀紀、林　紀夫
産業医学ジャーナル 38(2):49-51,2015

著明な脂肪組織の増生を伴った十二指腸水平部の muco-
submucosal elongated polyp の 1 例

吉水祥一、柄川悟志、土居　哲、水本　塁、戸田万生良、中村剛之、
糸瀬一陽、中塚伸一、八尾隆史、萩原秀紀

日本消化器内視鏡学会雑誌 57(3):235-240,2015

学会報告

Pseudo Meigs syndrome の 1 例
野口裕未、戸田万生良、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、明神悠太、

村井大毅、土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、太田高志、
中村剛之、糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀

日本消化器病学会近畿支部第 102 回例会 2015.2.21 京都

難治性腹水に対して腹腔－静脈シャント挿入後に意識障害を来し
た 1 例

三重尭文、水谷直揮、福本賢二、前田篤史、明神悠太、村井大毅、
糸瀬一陽、萩原秀紀

第 207 回日本内科学会近畿地方会 2015.3.7 大阪市

C 型肝炎に対する SMV/PegIFN/RBV 併用療法の治療効果と
副反応について

平松直樹、林　紀夫、竹原徹郎
第 101 回消化器病学会総会 2015.4.23-25 仙台市

 C 型慢性肝炎に対するシメプレビルの抗ウイルス効果・安全性
に関する検討

水谷直揮、糸瀬一陽、福本賢二、前田篤史、明神悠太、村井大毅、
土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、太田高志、戸田万生良、

中村剛之、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
第 101 回消化器病学会総会 2015.4.23-25 仙台市

消化器疾患による播種性血管内凝固症候群（DIC）に対する
recombinant thrombomodulin (rTM) 製剤の使用成績

土居　哲、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、明神悠太、村井大毅、
吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、太田高志、戸田万生良、中村剛之、

糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
第 101 回消化器病学会総会 2015.4.23-25 仙台市

C 型肝炎に対する IFN-based therapy の抗ウイルス効果と発
癌抑制効果－多施設共同研究－

平松直樹、林　紀夫、竹原 徹郎
第 51 回肝臓学会総会 2015.5.21-22 熊本市

核酸アナログ治療中の B 型慢性肝疾患症例における長期予後
の検討－多施設共同研究－

山田涼子、平松直樹、田畑優貴、森下直樹、原田直毅、小瀬嗣子、
薬師神崇行、宮城琢也、吉田雄一、巽　智秀、三田英治、尾下正秀、

伊藤敏文、肱岡泰三、吉原治正、今井康陽、林　紀夫、竹原 徹郎
第 51 回肝臓学会総会 2015.5.21-22 熊本市

Genotype1 型 C 型慢性肝炎の初回治療例に対する
Simeprevir/Peg-IFN/RBV 併用療法の有用性について

田畑優貴、平松直樹、小瀬嗣子、森下直樹、原田直毅、山田涼子、
薬師神崇行、萩原秀紀、三田英治、山田幸則、肱岡泰三、片山和宏、

田村信司、吉原治正、今井康陽、疋田隼人、宮城琢也、吉田雄一、
巽　智秀、林　紀夫、竹原 徹郎

第 51 回肝臓学会総会 2015.5.21-22 熊本市

ペグインターフェロン・リバビリン無効例に対するシメプレビル
3 剤併用療法の有効性と耐性変異の解析

森下直樹、平松直樹、小瀬嗣子、田畑優貴、原田直毅、山田涼子、
名和誉敏、薬師神崇行、萩原秀紀、三田英治、伊藤敏文、稲田正巳、

吉原治正、田村信司、今井康陽、加藤道夫、疋田隼人、宮城琢也、
吉田雄一、巽　智秀、林　紀夫、竹原徹郎

第 51 回肝臓学会総会 2015.5.21-22 熊本市

 IL28B 遺伝子多型 major の C 型肝炎に対するシメプレビル +
ペグインターフェロン +リバビリン 3 剤併用 12 週投与の検討

森下直樹、平松直樹、小瀬嗣子、田畑優貴、原田直毅、山田涼子、
名和誉敏、薬師神崇行、萩原秀紀、三田英治、伊藤敏文、稲田正巳、

吉原治正、田村信司、今井康陽、加藤道夫、疋田隼人、宮城琢也、
吉田雄一、巽　智秀、林　紀夫、竹原徹郎

第 51 回肝臓学会総会 2015.5.21-22 熊本市

当院における化学療法による B 型肝炎ウイルス活性化に対する
スクリーニング検査の実施状況

土居　哲、糸瀬一陽、水谷直揮、明神悠太、村井大毅、吉水祥一、
水本　塁、有本雄貴、太田高志、戸田万生良、中村剛之、伊藤善基、

萩原秀紀、林　紀夫
第 51 回肝臓学会総会 2015.5.21-22 熊本市
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当院における second-look endoscopy の位置づけの検討
太田高志、前田篤史、福本賢二、水谷直揮、明神悠太、村井大毅、

土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、中村剛之、
糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫

第 89 回消化器内視鏡学会総会 2015.5.29-31 名古屋市

当院における胃癌 ESD 後に適応外病変と診断された症例の経
過と予後

村井大毅、太田高志、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、明神悠太、
土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、中村剛之、

糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
第 89 回消化器内視鏡学会総会 2015.5.29-31 名古屋市

悪性大腸狭窄に対する金属ステントの有用性－Osaka Gut 
Forum 参加施設における多施設アンケート調査

柄川悟志、山口真二郎、尾下正秀、水谷直揮、中村剛之、萩原秀紀、
日比野賢嗣、榊原祐子、山田拓哉、三田英治、中西文彦、辻井正彦、

竹原徹郎
第 89 回消化器内視鏡学会総会 2015.5.29-31 名古屋市

悪性大腸狭窄に対する内視鏡的大腸ステント留置術の検討－原
疾患・狭窄部位による検討－

水谷直揮、太田高志、福本賢二、前田篤史、明神悠太、村井大毅、
土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、中村剛之、

糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
第 89 回消化器内視鏡学会総会 2015.5.29-31 名古屋市

当院における膵腫瘍に対する EUS-FNA の診断成績と問題点
明神悠太、糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀
第 46 回膵臓学会大会 2015.6.19-20 名古屋市

当院における高齢者に対する大腸 ESD の有効性と安全性の検
討

太田高志、有本雄貴、戸田万生良
日本消化器内視鏡学会近畿支部第 94 回支部例会 2015.6.20 大阪市

当院における総胆管結石治療の現状
村井大毅、糸瀬一陽、萩原秀紀

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 94 回支部例会 2015.6.20 大阪市

当院にて経験した柿胃石の 2 症例
辻　朱紀、戸田万生良、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、明神悠太、

村井大毅、土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、太田高志、
中村剛之、糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 94 回支部例会 2015.6.20 大阪市

当院における切除不能膵癌症例の 2 次化学療法に関連する因
子の検討

太田高志、明神悠太、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、
中村剛之、糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀

第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会 2015.7.16-18 札幌市

当院での膵腫瘤性病変に対する EUS-FNA の成績と EUS-FNA
による診断困難例に対しての検討

福本賢二、林　紀夫、萩原秀紀、糸瀬一陽
日本消化器病学会近畿支部第 103 回例会 2015.9.26 大阪市

C 型慢性肝炎に対するシメプレビルの抗ウイルス効果・安全性
に関する検討

水谷直揮、糸瀬一陽、福本賢二、前田篤史、村井大毅、明神悠太、
土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、太田高志、戸田万生良、

中村剛之、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

当院における大腸 ESD に関連する穿孔を伴わない腹膜炎の検
討

太田高志、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、明神悠太、村井大毅、
土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、中村剛之、 

糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

当院における超高齢者に対する総胆管結石治療の現状
村井大毅、太田高志、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、明神悠太、

土居　哲、吉水祥一、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、中村剛之、
糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫

JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

Genotype 1 型 C 型慢性肝炎の初回治療例に対する
Simeprevir/Peg-IFN/RBV 併用療法の有用性について

田畑優貴、平松直樹、小瀬嗣子、森下直紀、薬師神崇行、佐治雪子、
尾下正秀、萩原秀紀、三田英治、福井弘幸、肱岡泰三、片山和宏、
田村信司、吉原治正、井上敦雄、今井康陽、宮城琢也、巽　智秀、

林　紀夫、竹原徹郎
JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

C 型肝炎難治群に対するシメプレビル 3 剤併用療法の有効性と
薬剤耐性変異の解析

森下直紀、平松直樹、小瀬嗣子、田畑優貴、薬師神崇行、尾下正秀、
萩原秀紀、三田英治、伊藤敏文、稲田正己、片山和宏、吉原治正、
田村信司、今井康陽、加藤道夫、疋田隼人、吉田雄一、巽　智秀、

林　紀夫、竹原徹郎
JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

 C 型慢性肝炎における薬剤耐性変異とダクラタスビル・アスナ
プレビル併用療法の有用性について

森下直紀、平松直樹、小瀬嗣子、山田涼子、薬師神崇行、飯尾禎元、
山田　晃、萩原秀紀、三田英治、山田幸則、稲田正己、乾　由明、
吉原治正、田村信治、今井康陽、疋田隼人、吉田雄一、巽　智秀、

林　紀夫、竹原徹郎
JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

経皮的ラジオ波焼灼療法を施行した初発肝細胞癌の再発に寄与
する因子の多施設共同研究
瀧川貴生、阪森亮太郎、巽　智秀、藥師神崇行、平松直樹、糸瀬一陽、

萩原秀紀、法水　淳、吉原治正、松本健吾、 内藤雅文、伊藤敏文、
大川和良、片山和宏、竹原徹郎
JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

C 型肝炎治療の現況と今後の展望
林　紀夫

JDDW2015 2015.10.8-11 東京都

当院の早期十二指腸癌に対する内視鏡的切除の現状
太田高志、水本　塁、萩原秀紀

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 95 回支部例会 2015.11.7 大阪市
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大腸内視鏡治療後に亜イレウスを発症した 1 例
加藤伸弥、太田高志、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、

村井大毅、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、中村剛之、山口真二郎、
糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 95 回支部例会 2015.11.7 大阪市

胃石により小腸閉塞を起こした 1 例
山岡　祥、糸瀬一陽、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、

村井大毅、水本　塁、有本雄貴、太田高志
日本内科学会第 210 回近畿地方会 2015.11.28 神戸市

講演会やテレビ出演

PEGIFN 中止後シメプレビル +リバビリン 12 週投与にて SVR
となった線維化進展 C 型肝炎の 1 例

福本賢二
第 27 回尼崎肝疾患懇話会 2015.1.24 尼崎市

C 型肝炎治療の現状と未来
萩原秀紀

尼崎市薬剤師会研修会 2015.1.31 尼崎市

難治性腹水に対し腹腔－静脈シャント挿入後に橋中心髄鞘崩壊
症をきたした一剖検例

三重尭文、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、村井大毅、
水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、中村剛之、糸瀬一陽、伊藤善基、

萩原秀紀、林　紀夫
第 9 回阪神消化器・肝臓フォーラム 2015.4.18 西宮市

パネルディスカッション　B 型肝炎治療
萩原秀紀

テノゼット錠発売 1 周年記念講演会 2015.5.16 神戸市

C 型肝炎の最新治療
萩原秀紀

第 7 回南河内消化器病懇話会 2015.6.6 大阪市 

バニプレビルを用いた 3 剤併用療法を行った C 型慢性肝炎の
1 例

芦田宗宏
第 28 回尼崎肝疾患懇話会 2015.7.25 尼崎市

検診で肝障害をみたら
萩原秀紀

第 28 回尼崎肝疾患懇話会 2015.7.25 尼崎市

当院における ESD の現況
太田高志

内科医会講演会－消化器疾患のつどい－ 2015.9.10 尼崎市

当院における EUS-FNA の現況
福本賢二

第 7 回 Osaka Pancreas Forum 2015.10.2 大阪市

大腸がんの概要～もっと知ってほしい大腸がんのこと～
太田高志

 第 21 回関西ろうさい病院市民公開講座（ブルーリボンキャラバン） 2015.10.3 
尼崎市

進歩する C 型肝炎治療について
萩原秀紀

「聞かせてドクター」 2015.10.23 ケーブル TV”ベイコム”

C 型肝炎の最新治療
萩原秀紀

西宮市内科医会学術講演会 2015.10.28 西宮市

ウイルス性肝炎の最新治療
萩原秀紀

尼崎市難病団体連絡協議会講演会 2015.12.13 尼崎市

座長を務めた学会・研究会

肝疾患に対する IVR
萩原秀紀

肝臓専門医育成プロジェクト平成 26 年度第 3 回勉強会 2015.1.23 大阪市

H.pylori 除菌療法の最近の動向
萩原秀紀

尼崎市医師会内科医会学術講演会 2015.5.14 尼崎市 

Helicobacter pylori 胃炎の内視鏡診断
萩原秀紀

第 42 回尼崎消化器疾患談話会 2015.6.11 尼崎市

肥満・メタボリックシンドロームと消化器癌
萩原秀紀

 第 28 回尼崎肝疾患懇話会 2015.7.25 尼崎市

非代償性肝硬変症に対する治療戦略
萩原秀紀

内科医会講演会－消化器疾患のつどい－ 2015.9.10 尼崎市

自己免疫性肝疾患をいかに診断、治療するか
萩原秀紀

大阪消化器内科専攻医セミナー 2015.9.17 大阪市

B 型肝炎治療の最近の動向
萩原秀紀

第 7 回伊丹・尼崎肝疾患懇話会 2015.10.31 尼崎市




